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見守り
サーバー

【サービス概要】
ニチコン蓄電システムをご利用の方には、以下のネットワークサービスを無料サービスで

提供しております。ご利用の際はニチコンオーナーズ俱楽部からお申し込みください。

蓄電システム

①見守りサービス
蓄電システムのエラー発⽣状況を見守るだけでなく、
機器のソフトウェア更新などに対応できます。

④AI自動制御
翌日の天気とご家庭の使用状況などをAIが予測し
て、卒FITユーザーに最適な運転設定を自動で行
います。

室内リモコン

③早期注意情報自動制御
お住まいの地域に早期注意情報[高]が発令され
たら、夜間の安い時間に充電し、事前に停電に備
えます

【注意事項】
すべてのサービスでお客様のインターネット環境が必要となります。

インターネットへの接続工事をしていない方が申し込まれるケースがあるため、
必ずインターネット接続（有線/無線）の工事がしてから申し込みいただくようにしてください。

②気象警報自動制御
お住まいの地域に気象警報が発令されたら、
自動で蓄電システムを充電して停電に備えます

ネットワークサービスの全体像
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サービス名 おすすめユーザー メリット 注意事項 対象機種

①見守りサービス 全てのお客様 ・今後新しいサービス
の提供を受けられる

なし 全モデル

②気象警報自動
制御

気象警報で停電に
備えたい方（※）

・気象情報で、すぐ
に停電に備えること
ができる

・昼間に気象警報が発令
された場合は、高い電気
を買電する可能性がある

ESS-U1N1シリーズ
、ESS-U1SKシリーズ
、ESS-SP2以外すべ
て

③早期注意情報
自動制御

警報級の可能性が
高い時に事前に停電
に備えたい方（※）

・気象情報で、前日
の情報から停電に備
えることができる

・事前に満充電にしておい
ても、停電にならない場
合がある

ESS-U1N1シリーズ
、ESS-U1SKシリーズ
、ESS-SP2以外すべ
て

④AI自動制御 卒FITのお客様で自
家消費したい方

※FIT期間中で売
電したい方は申し込
みしないでください

・充放電時間の設定
をおまかせできる
・電力会社から購入
する電力を減らすこ
とができる

・予測を外すケースがある
・天気予報が大きく外れた
場合は、経済効果がマイ
ナスになるケースがある
・個別での充放電時間の
設定はできない

ESS-U1N1シリーズ
、ESS-U1SKシリーズ
、ESS-SP2以外すべ
て

【申し込み方法】
ニチコンオーナーズ俱楽部
https://www.nichicon-owners.comからweb申し込み可能

【各ネットワークサービスの特長】

QRコードでも
カンタンに
アクセス可能

※蓄電池なしの構成では、②～④はサービス対象外のため、申し込みしないでください。
※②、③は気象情報から停電に備えるサービスのため、地震など急な災害に備えたい方は非常時安心設定を設定ください。
※万が一お客様のご期待とおりの動作にならない場合は、webからサービス停止することも可能です。
※「②気象警報」、「③早期注意情報」、「④AI自動制御」に加入いただくには、「①見守りサービス」への加入が必要となります。
※既に書面で、「②気象警報」をご加入済みの方はそのままサービスが継続されます。

https://www.nichicon-owners.com/
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見守り
サーバー

１．サービス内容
お客様が安心して蓄電システムをご利用いただけるように蓄電システムを見守るサービスです。（無料）

蓄電システムのエラー発⽣状況を見守るだけでなく、機器のソフトウェア更新(※1)や今後の新しいサービスを
ネットワーク経由で提供できます。
また、ハイブリッド蓄電システム、トライブリッド蓄電システムをお使いの場合は太陽光出力制御要請が

発⽣した場合に自動対応(※2)を行えます。
(※1) ESS-U1N1シリーズ、ESS-U1SKシリーズ、ESS-SP2、ESS-U2Lシリーズ、ESS-U2Mシリーズ、ESS-U2Xシリーズ

は室内リモコンのみ更新可能
(※2）別途設定が必要

①見守りサービス

ESS-U1N1シリーズ
ESS-U1SKシリーズ
ESS-SP2以外

見守り
サーバー

ESS-U1N1シリーズ
ESS-U1SKシリーズ
ESS-SP2

双方向が可能

上りのみ可能
(FW更新は除く)

見守りサーバーに違い
はあるが、全てのモデル
で見守りサービスOK

VPP
アグリゲータ

DR制御
も可能

DR制御
は不可
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見守り
サーバー

１．サービス内容
お住まいの地域に気象警報が発令されたら、
すぐに蓄電システムを満充電にして停電に備えることができるサービスです。（無料）
※気象警報の発令タイミングによっては、高い時間に買電する場合があります

対象の気象警報
を発令

すぐに充電
を指示

＜対象となる気象警報＞
警報：大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮（波浪は除く）
特別警報：大雨、暴風、暴風雪、大雪、高潮（波浪は除く）

２．動作概要
【気象警報が発令時】
①見守りサーバーから遠隔で「充電」に変更
②蓄電池の残量が100％になると「待機状態」になる

① ②

気象警報による設定を受けると、
リモートアイコンが表示されます

蓄電池の残量が
100％で安心

②気象警報自動制御

【気象警報が解除時】
①見守りサーバーから遠隔で警報発令前に設定されていた運転モードに変更
（警報解除時も見守りサーバーが元の運転モードに戻すため、リモート表示が継続されます）
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見守り
サーバー

１．サービス内容
お住まいの地域に早期注意情報[高]が発令されたら、夜間の安い時間に充電し、事前に停電に備えます。（無料）

※「気象警報」は直前に発令されるため、
警報級の可能性が高い場合に気象庁から事前に発令される「早期注意情報[高]」を活用

夜間の安い時間に
充電を指示

＜対象の警報＞
早期注意情報[高] （大雨、暴風[暴風雪]、大雪）
※気象庁が17時に発令するもののみ（5、11時は除く）

２．動作概要
【早期注意情報[高]が発令時】（毎日17時）
①翌1時に見守りサーバーから遠隔で「充電」に変更
②蓄電池の残量が100％になると「待機状態」になる

【早期注意情報[高]が解除時】（毎日5、11、17時）
①見守りサーバーから遠隔で警報発令前に設定されていた運転モードに変更
（警報解除時も見守りサーバーが元の運転モードに戻すため、リモート表示が継続されます）

③早期注意情報自動制御

17時に
早期注意情報を発令

① ②

早期注意情報による設定を受ける
と、リモートアイコンが表示されます

安い時間で
蓄電池の残量が
100％で安心

業界初
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１．サービス内容
お客様の過去の電力使用状況や天気、太陽光発電量など、さまざまなデータをAIが学習して、

翌日の「余剰電力量」を予測し、卒FITユーザーに最適な蓄電システムの運転設定を自動で行います。
卒FITユーザーや自家消費したい方は、売電せずに買電を減らすことで経済的メリットを⽣みます。

④AI自動制御

見守り
サーバー

毎日0:30～1:00に
その日の運転を指示

AI
毎日0:00～0:30
にAIが計算・予測

電力使用状況

天気 発電量

過去の実際の電力データを
約121万パターン以上分析させたAIエンジンを搭載

【メリット】
・太陽光発電をなるべく蓄電池に充電でき、売電せずに買電を減らすことで電気代が安くなります。
・自家消費に最適な運転設定をおまかせで行えます。

【デメリット】
・余剰電力を多く予測してしまった場合は、夜間以外の高い電気を買ってしまう可能性があります。
・余剰電力を少なく予測してしまった場合は、電池が満充電であれば売電します。

【注意点】
・お客さまごとの過去データからAIが予測するため、天気予報が大きく外れた場合は
経済効果がマイナスになる可能性があります。このサービスは経済性を担保するものではございません。予めご了承ください。
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２．動作概要
AI自動制御は、以下のイメージで動作します。

【天気が良い日の例】 【天気が悪い日の例】

電池を満充電にするために、
AIが充電時間を長く設定

電池を空けておきたいので、
AIが充電時間を短く設定
(余剰電力量に応じて、1分単位で設定)

※充電開始時刻は全国どの電力プランでも深夜時間となるように「1:00」の固定で、
放電時間は最大限自家消費できるように「7:00～0:59」となっております。
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押し上げなし

押し上げあり

押し上げあり/なしのいずれでも
AIが自家消費に最適な運転設定

9

※充電時間は
蓄電池から放電できません

※

※
※充電時間は

蓄電池から放電できません
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３．AI申し込みからAI開始後の流れ
AI開始日から毎日0:30頃にその日の運転を指示します。

最初の1週間はお客様の電力使用状況を学習するためのAI学習期間になります。
AI学習期間が過ぎると、AI予測をスタートします。

●AI申し込み完了

AI学習期間(最大7日間)

●AI予測スタート

●AI開始日

●AI開始日 ●AI学習期間

※AI申し込み完了が16時以降の場合は、
翌々日がAI開始日になります。

AI学習期間中の最大7日間は、
毎日こちらの時間を設定します

●AI予測スタート

AI開始日にAIから運転指示を受けると、
リモートアイコンまたはリモートを表示します
※既に外部から運転指示を受けている場合は

表示されている場合がございます。

AI予測がスタートすると、
毎日充電時間を調整します

運転モード：グリーンモード
充電時間：1:00～6:59
放電時間：7:00～0:59

運転モード：グリーンモード
充電時間：AIが予測して設定
放電時間：7:00～0:59

【注意事項】
AI開始後も運転設定を変更することは可能ですが、
毎日0:30頃にAIが運転設定を行うため、お客様の
運転設定は上書きされます。
ご自身で運転モードや充放電時間を設定されたい場合は、
AIを停止いただき、室内リモコンから設定してください。
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４．AI動作の効果について
室内リモコンの「蓄電池充放電グラフ」で、AIの動作状況を確認することができます。

【AIの成功例（天気が良い日）】

深夜は系統から
充電せずに空けている

深夜に充電しないことで、
電池に90%の空きがある

電池を空けておいたことで、
太陽光の余剰電力を充電できている

昼間発電でためた電力を
夜間に放電して賄っている

AIが深夜に充電せずに電池を空けておいたことで、
昼間は太陽光で蓄電池にたっぷり充電し、夜間はためた電力で賄っている。
※天気予報を外した場合は、深夜に系統から充電されるため、昼間に余剰を売電してしまうことになります。

AIで深夜に電池を空けていないと、
昼間に充電できずに売電している
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④AI自動制御
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深夜は系統から
充電している

深夜に充電したことで、
電池に電力がたっぷりある

発電がない昼間～夜間も
深夜ためておいた電力を放電して賄っている

AIで深夜に電池をためていないと、
昼間の高い電気を買ってしまう

AIが深夜に充電して電池をためておいたことで、
昼間の高い電気を買わずに、昼間～夜間まで蓄電池が放電して賄っている。
※天気予報を外した場合は、深夜に系統から充電しないため、高い電気を買ってしまう可能性があります。
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5．ESS-T3シリーズでV2Hありのお客様
V2Hありのお客様は、AI自動制御の動作が異なりますので、以下のとおりご注意ください。

【天気が良い日の例】

蓄電池 EV電池

蓄電池およびEV電池を空けておきたいので、
AIが充電時間を短く設定

＜翌日＞

太陽光の余剰電力を
蓄電池にもEVにもたっぷり充電
※EV電池から優先的に充電

【翌日にEVを使用する場合】
天気が良い日はAIがEV電池も空けるため、
翌朝までにEVを満充電したい場合は、
翌朝までに「車両充電」でEVを充電してください。

蓄電池 EV電池

＜翌日＞

※放電時間の朝7:00以降に
EVから放電したくない場合は、
車両放電有無を「しない」に設定ください。

※翌日にEVを使用する場合
は注意が必要です

太陽光の余剰電力を
蓄電池にたっぷり充電

翌日までに充電した
EVは外出に使用できます
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【天気が悪い日の例】

蓄電池 EV電池

蓄電池およびEV電池を貯めておきたいので
AIが充電時間を長く設定

走行に使用する可能性があるため、
必ずEV電池から充電します

【翌日にEVから放電したくない場合】
放電優先設定を「蓄電池」に設定してください。
蓄電池から優先で放電します。蓄電池の残量がゼロまたは
「蓄電池放電下限値」になると、EVからの放電に切り替わります。

蓄電池

＜翌日＞

※AIは充電時間を「1:00～6:59」に設定するため、
EV電池容量や電池残量等の状況によって、
EV電池および蓄電池が満充電にならないケースがございます。

EV電池

※一切EVから放電したくない場合は、
車両放電有無を「しない」に設定ください。

家庭負荷

放電優先設定に従って
家庭負荷に放電
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6．ESS-T1/T2シリーズでV2Hありのお客様
V2Hありの場合も、蓄電池のみをAIが制御します。

【蓄電池設定画面】

AIは蓄電池の充放電時間を設定

＜晴れの場合＞

【V2H充放電設定】
AIで蓄電池の充放電時間が設定されていた場合も、V2Hの運転設定が可能です。

15

※充電時間、放電時間が重複した場合は優先設定に従って動作

＜雨の場合＞

深夜の充電時間をAIが調整することで、
蓄電池の自家消費を最適化する
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